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奈 弓 連だ よ り
◆
会長メッセージ

2月に入り、全国的に寒い日が続いておりま
す。寒い道場での練習に、それぞれ工夫をこ
らしておられると思います。寒さ対策はしっ
かりしてください。
先日、北海道の講習会に行く機会がありま
した。そこは、体育館の中で、舞台の後ろの
シャッターを開けると、安土が現れるという
道場でした。寒さを心配して行きましたが、
外は氷点下13度でも、中は20度という快適な
環境のもとでの講習会でした。
もう一つ感心したことは、足袋の汚れが少
なかったことです。前日、下見に行った時は、
テニス部が練習していました。いろんな人が
使用する体育館です。そんな中で、床が綺麗
なのには感心しました。
弓道場もかくありたい。「帰る時は、来た
時よりも美しくを」心がけたいものです。
奈良県弓道連盟 会長 吉本清信
◆ 平成 24 年度の表彰者
・ 第 30 回 全国高等学校弓道選抜大会
女子団体の部 5 位・技能優秀校 高田商業高校
南方 由紀・高松 愛美・弥富 志笑・前田 知明
・ 57 回 全国高等学校総合体育大会
男子団体の部 優勝・技能優秀校 高田商業高校
福岡 良剛・徳永 明飛・大古 凌也
戸井 一輝・田中 智・當麻 直哉
・ 第 9 回 全国中学生弓道大会
男子団体の部 3 位 香芝中学校
上山 友暉・藤山 亨紀・平田 真悟
男子個人の部 6 位 上山 友暉（香芝中）
・ 第 67 回 国民体育大会
少年女子 近的 2 位・遠的 5 位
中西 珠美・南方 由紀・高松 愛美
・ 第 31 回 全国高等学校弓道選抜大会
男子団体 5 位 高田商業高校
福岡 良剛・藤本 凌介・當麻 直哉・松村 怜
平成２４年度【名古屋】定期中央審査
平成 25 年 2 月の審査で
明瀬綾子先生が六段に合格されました。おめでと
うございます
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百 射 会

日時：平成25年1月20日（日）
場所：橿原公苑弓道場
参加者数：（男子）３６名、（女子）２３名
100射完射者数：（男子）１９名、（女子）１５名
今年の百射会は１会場で開催したことにより、時間の
都合上、すべての方に完射していただくことができませ
んでした。しかし、多くの人たちと一緒に行射すること
ができ、大会は去年までとは違い盛り上がったものにな
りました。
また、人数制限にかかった方でも最後まで運営のお手
伝いをしていただきありがとうございました。
大会結果は、以下の通りです。
【結果】
成年男子の部
１位：辻本元威（香芝）
９１中
２位：山口亮二（奈良）
８１中
３位：新子修平（五條）
７７中
成年女子の部
１位：揚田よう子（奈良） ７０中
２位：奥戸由美（郡山）
６１中
３位：東中千佳（橿原）
５６中
（競技部）
◆ 第 42 回近畿教職員弓道大会
本年度も 2 月 11 日、橿原公苑弓道場を会場に近府県か
ら 79 名の皆さんが集い、標記大会が開催されました。
例年雪の舞う大会ですが、本年は穏やかな天候に恵ま
れました。西浦先生の矢渡しの後競技を開始。各自 12 射
で団体・個人戦を戦いました。
結果は
男子団体（計３６射） 優勝 兵庫 C 24 中
2 位 兵庫 A 23 中 3 位 京都 21 中
女子団体（計２４射） 優勝 京都 B 15 中
2 位 京都 A 15 中 3 位 和歌山 B 10 中
男子個人 4 段以上（12 射）
優勝 川久保(兵)12 中
2 位 橋本（兵）9 中
3 位 中田（兵）9 中
男子個人 3 段以下（12 射）
優勝 岡本(大)8 中
2 位 澤 (奈)7 中
3 位 石原（京）6 中
女子個人(12 射)
優勝 丸菱（京）10 中
2 位 慶田（京）8 中 3 位 山田（京）7 中
（教職員）
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◆ 橿原神宮建国記念奉祝百手式の執行
平成25年1月27日（日）、橿原神宮前庭において小笠原
宗家をはじめ48名で執
行しました。
この行事は2月11日
の建国記念の行事とし
て行われていますが、
当日は大変人出も多
く、矢を射るのは危険
で、例年、前の週に執行しています。
この行事が始まった頃は、奈良県弓道連盟員は、ほぼ全
員が小笠原に入門していました。当時からご宗家をはじめ
近畿各府県（愛知、三重、岐阜、徳島も含み）の小笠原同
門の方々の参加を得て執行しています。今年は、奈良県弓
道連盟員20名の参加がありました。
天候が心配されたなか、爆弾低気圧の影響で少し風が強
かったですが、幸い青空の良い天候に恵まれました。
11時の正式参拝に始まり、おごそかな雰囲気の中、前庭
に設営された射場において執行いたしました。
蟇目の鏑矢の鋭い音で魔を祓い、続いて日記役から、
「百
手式始めませい」と下知があり、射手は3組22名、前弓、
中弓、後弓と順次30ｍ先の半的（直径78㎝）にむけ、御前
からさみだれ式に矢が繰り出されました。
的中するたびに観衆からどよめきが聞こえてきました。
最後に、全員が大絵馬の前で記念撮影の後、斎館で直会、
柿の葉ずしとお神酒をいただき無事終了しました。
お手伝いいただいた方、また見学に来ていただいた弓道
連盟会員の方、寒い中ありがとうございました。
伝統を引き継ぐのは、今ここにいる者の使命です。参加
するだけで伝統は引き継がれます。今後も大いに参加され
ることを期待します。
（新司正人）
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寒稽古に参加して

今年も、奈良市・奈良市総合財団主催の寒稽古会・参禅
会が1月18日（金）～
20日（日）の３日間、
朝６時～７時まで奈
良市中央武道場を中
心に開催されまし
た。
18日（金）には、
寒稽古に参加してい
る、剣道・柔道・槍・
なぎなた・弓道・坐
禅の方々が一同に集まり中央武道場で総合開会式が行わ
れました。
開会式では、奈良市総合財団の新司理事から、『一年の
中で最も寒い時期で、外では植物がしっかりと根を張り、
春に向けて頑張っています。我々もしっかりと練習し、春
には大きな花を咲かせるよう頑張りましょう。』と、小さ
い子供もたくさん参加されている中で、寒稽古の意義を判
り易く説明されました。
早朝の薄明かりの中、時を告げる鐘の音が聞こえる、静
まりかえった道場で、競技の間合い、５人立、一手坐射の
稽古を繰り返し行いました。普段では出来ない贅沢な稽古
をさせていただき、とても感謝しています。
今後も寒稽古に積極的に参加することで、物事に動じな
い心を養うと共に、平常心で行射できるよう修練したいと
思います。
（奈良市弓道協会 太田和宏）

◆ 第９回中高交流会
２月１０日（日）橿原公苑弓道場
４人立・立射・団体戦・予選各自８射、
上位高校２チーム,中学４チーム予選通過、
６チームによるトーナメント戦を実施
第１位 畝傍高校
(倉角哲也,竹岡滉貴,大辻優香,松山樹生)
第２位 平城高校
(山床杏莉,小西里帆,松本優一,植田宏紀)
第３位 香芝中学Ａ
(青木迅,佐々木友也,貫與康平,尾田拓哉)
第３位 大成中学Ａ
(竹中天海,西田友樹,西林俊樹,山下喬太郎)
（高体連）
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◆ 平成２４年度県高等学校新人大会兼学年別弓道大会
２月２日（土）南部校 ・ ２月３日（日）北部校
橿原公苑弓道場にて、３人
立・立射・各４射で団体
戦・個人戦を実施しまし
た。
南 部
１年男子：
団体戦 第１位 畝傍
Ｂ(川北健斗,松井龍治,中
村和輝) 第２位 橿原Ａ(木下久恩,江澤翔,松本浩幸)
第３位 王寺工業Ｂ(青木祐二,岡田祐来,森村啓生,大西
秀和)
個人戦 第１位 米田昴史(王寺工業) 第２位 川北
健斗(畝傍) 第３位 清水寛輝(五條)
１年女子：
団体戦 第１位 高田商業Ａ(上野舞子,山下未紗,安楽
仁美) 第２位 畝傍Ａ(岡本芹菜,松田実季,平美沙希)
第３位 橿原Ａ(西川佳那,佐古田美樹,伊藤ほの香)
個人戦 第１位 町田美咲(大宇陀) 第２位 安楽仁
美(高田商業) 第３位 中山智香子(五條)
２年男子：
団体戦 第１位 畝傍Ａ(倉角哲也,竹岡滉貴,上田龍一
郎) 第２位 高田商業Ｂ(當麻直哉,田畑浩喜,福岡良剛)
第３位 畝傍Ｂ(岩﨑瞭,戸塚尚孝,藪野真也)
個人戦 第１位 當麻直哉(高田商業) 第２位 竹岡
滉貴(畝傍) 第３位 藤本凌介(高田商業)
２年女子：
団体戦 第１位 畝傍Ａ(西岡希,小林史乃,大辻優香)
第２位 青翔Ａ(増谷綾香,豊島彩香,目見田楓) 第３位
橿原Ｂ(上田彩季,後藤奈緒,秋元瑞稀)
個人戦 第１位 小林史乃(畝傍) 第２位 平松麻奈
(高田商業) 第３位 増谷綾香(青翔)
３年男子：
団体戦 第１位 王寺工業Ａ(小林謙太,湊拓也,小濱大
幹)第２位 高田商業Ａ(大東昂平,兵頭佳太,戸井一輝,田
中智) 第３位 畝傍Ａ(相原卓弥,東沢蓮)
個人戦 第１位 田中智(高田商業) 第２位 小林謙
太(王寺工業) 第３位 兵頭佳太(高田商業)
３年女子：
団体戦 第１位 高田商業Ａ(弥富志笑,佐藤瞳,髙松愛
美,森口晴加) 第２位 五條Ａ(中西珠美,大津賀公美)
個人戦 第１位 中西珠美(五條) 第２位 佐藤瞳(高
田商業) 第３位 髙松愛美(高田商業)
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北 部
１年男子：
団体戦 第１位 郡山Ａ(市川創一郎,白木亮太郎,春尾
智紀) 第２位 奈良Ｂ(鶴見直生,植嶋恭平,貴島亮) 第３
位 法隆寺国際Ａ(北出直己,藤本大地,小股敦貴)
個人戦 第１位 阪倉航平(郡山) 第２位 鶴見直生
(奈良) 第３位 松川岳嗣(奈良北)
１年女子：
団体戦 第１位 平城Ｅ(大石萌,寺村明莉,片山莉那)
第２位 奈良Ｂ(森上瑠那,桺谷友維,大西里佳)
第３位 平城Ｄ(西岡珠緒,古茂田梨菜,大城奈央)
個人戦 第１位 桺谷友維(奈良) 第２位 影林咲希
(奈良北) 第３位 片山莉那(平城)
２年男子：
団体戦 第１位 郡山Ａ(六車健太,平井悠貴,田尻雷
蔵) 第２位 西の京Ｃ(久次米陸,峯川昇二,中岡稜) 第
３位 法隆寺国際Ａ(岩崎郭生,岡田康佑,永島大暉)
個人戦 第１位 渡部優斗(平城) 第２位 田尻雷蔵
(郡山) 第３位 辻田大起(奈良)
２年女子：
団体戦 第１位 奈良北Ｂ(松井志央理,染川楓花,鍋嶋
香那) 第２位 平城Ｄ(山床杏莉,小西里帆,西岡くるみ)
第３位 平城Ｃ(岡田彩,板﨑奈々,橋本あかり,佐野綾香)
個人戦 第１位 山床杏莉(平城) 第２位 松井志央
理(奈良北) 第３位 谷村有喜(郡山)
３年男子：
団体戦 第１位 法隆寺国際Ａ(由井杏佑,田村尚太郎,
永岡優輔,桝田航人) 第２位 磯城野Ａ(片岡雅斗,島元
輝,大浦和人)
個人戦 第１位 由井杏佑(法隆寺国際) 第２位 大
浦和人(磯城野) 第３位 田村尚太郎(法隆寺国際)
３年女子：
団体戦 第１位 法隆寺国際Ａ(大霜里奈,川平洋子,米
田麻衣) 第２位 奈良高専Ａ(遠近あすか,中谷美智,谷
本奈月) 第３位 奈良大附属Ａ(上原佳奈,井上春加,森
田優美)
個人戦 第１位 遠近あすか(奈良高専) 第２位 大
霜里奈(法隆寺国際) 第３位 井上春加(奈良大附属)
（高体連）
編集後記
２月も後半です。暖かな日
差しを待ちどおしく思います。
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